
   ２０１１年９月第１週号 

第２３２６回 
平成２３年９月２日(金) 点鐘１２：３０〈曇り〉  

◆国歌斉唱      『君が代』 

◆ロータリーソング  『奉仕の理想』 

◆四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

 

       １．真実か どうか       

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

 

◆お客様紹介 

なし 

■ 会長挨拶及び報告        出井  清会長     

今週、野田さんが千葉県から初の総理大臣に就かれ

たということで、千葉県民にとりましてはおめでたいことだ

と思います。困難な状況が控えておりますが、なんとか

与野党を上手に纏めていただき、復興問題、原発問題、

世界との外交等々、一生懸命やって頂きたいと思いま

す。 

８/３１日、新千葉ＲＣの夜例会に伊藤幹事と野本会員

の３名で参加してきました。「美味しい千葉の地酒」と題

して千葉県酒販の飯沼社長の日本酒の美味しい飲み方

のレクチャーを聴いてきました。 

昨日、歴代会長会があり、現会長の私も呼んでいただ

きました。良い５０周年を迎えられるよう、美味しいお酒と

料理を楽しみながら皆で話し合いました。 

大口寄付をされた吉田裕成会員の写真がガバナー月

信に載っています。クラブからも表彰したいと思います。 

 

＜理事・役員会及びクラブ協議会報告＞ 

１．クラブ運営資金会計報告 

２．入会候補者（三宅廣氏）承認される。 

３．１０/１４「秋季日帰り親睦旅行」について 

４．栗原和保会員、会計。 

５．入会金の見直しについて 

 

 

■ 委員会報告                          

◇５０周年記念事業委員会より （野城友三委員長） 

１．記念事業について（担当：北原会員） 

千葉市のどこかに何かを贈呈ということで、環境問

題を重要視し、桜を植えて市民が集える場所にしたい。

「都川水の里公園」は、千葉市が整備を進めている総合

公園です。都川の治水対策の一環として千葉県が整備

している都川多目的遊水地の上部を有効活用し、千葉

市が公園として整備する、千葉県と千葉市の共同事業。 

向後会員、野城会員、北原会員で出向いたが、予

算の問題があり、遅れているので、「都川の環境を考

える会」に協力いただく。市を窓口として県に話しを進

めてもらう。 

２． 記念誌について（担当：植松会員） 

事務局にある資料や故越部ＰＧ年度の地区大会資

料をもとに式典当日に配布する形で考えている。 

３． 新年度で名称の変更について 

８月度理事会で出井年度（２３年７月）から名称を実

行委員会とすることが承認された。 

４． 実行委員会構成について 

顧問⇒ 土屋 武次 

委員長⇒ 野城友三 

副委員長⇒ 水野謙一、吉田裕成 

記念事業部会長⇒ 北原俊彦 

記念誌部会長⇒ 植松省自 

総務部会（来賓）長⇒  金親博榮 

式典部会長⇒ 塩谷邦昭 

記録部会長⇒ 寺澤 一良 

 

全会員で式典を盛り上げて頂きたいと思います。皆様

のご協力、宜しくお願い致します。 

・式典は、平成２６年３月又は４月に予定（会場はオーク

ラ千葉ホテルを予定） 

・桜の植樹については、植える時期などを考慮し、１年前

頃から進めたい。 

・創立５０年で会員５０名にということで、会員増強のご協

力、是非ともよろしくお願いします。 

 

◇米山記念奨学会委員会より （金親 博榮委員長） 

８月２７日、地区米山記念奨学会委員会セミナーへ参
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加してきました。寄付金一人平均、１５，０００円を超えな

かった地区の一つだったのが、昨年度は、ぎりぎりで越

えたとのこと、本年度はその勢いで各クラブお願いした

いとのことです。 

米山への理解を深めるためにもプログラム委員会へ

お願いして、卓話等を取り入れて勉強したいと思いま

す。 

■ 会員誕生日祝・結婚記念日祝い               

【誕生日】 

１日 榊原 行夫会員  １１日 鈴木 美津江会員 

２５日 太田 和夫会員 

【結婚記念日】 

 ２８日 斎藤 昌雄会員  

 

■ ニコニコボックス報告                   

◇榊原 行夫会員 

８月２２日～２４日まで、孫の三稀と一緒に沖縄旅行へ

行って参りました。飛行機の先端（１のＡ・Ｂ席）に乗り、

先が見えないと言う孫と楽しい二人旅でした。 

又、２８日～３０日まで、妻と二人で有馬温泉に行って

来ました。傘寿の祝を兼ねて・・・。 

 

■ 出席報告 (会員数３７名)                    

 

出席者数３０ 欠席者数７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ０ 修正出席率 ８９，４７％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

 ・・・本日の卓話・・・  

 

演  題…『自己紹介 -生い立ちの記- 』 

卓話者… 村田 紀之会員 

 

こんにちは。 

村田でございます。正直に申しま

すと緊張をしております。ですから、

滑舌を良くするためトレーニングと

して本題に入る前に少し他愛のな

いお話をさせていただきます。 

ホテルの主な収入源は大きく分

けて３本の柱がございます。それは、宿泊、レストラン、婚

礼を含む宴会の３本ですが 当オークラ千葉ホテルは客

室数が少ないこともありまして、レストランと宴会の売り上

げの比重が高いホテルでございます。レストラン・宴会と

も料理、つまり食べ物が重要になります。そこで右手の

人差し指で左手の手のひらに食べ物と漢字で書いてみ

てください。はい それでは同じ字をもう一度今度は私が

申し上げる書き順で書いてみてください。食べ物との漢

字は人を良くする物と書きます。 

ですから、私どもの仕事は人を良くするお手伝いをさ

せていただいていると思っています。食事を召し上がる

際は、ワイン・お酒等飲み物が付きものです。そこで飲み

物との漢字は食べ物に欠と書き 食べ物に欠かせないも

のと書きます。但し、飲みすぎますと人を良くするのを欠

けさすものとなりますので飲みすぎにはご注意をお願い

します。 

 

本題に入りますが、卓話の内容が自己紹介とのことで、

自分に関する話ならどのような内容でも良いと伺いまし

たので、こちらで初めてお話をさせていただくため、生い

立ちの記とさせていただき子供のころからのお話をさせ

ていただきます。 

私は、ちょうど６０年前の昭和２６年、千葉市長沼原町

に生まれました。現在の千葉北インターチェンジから四

街道方面に車で向かうと５分と掛からない場所です。今

はさほど不便を感じませんが、当時の長沼原町は母の

言葉を借りるとタクシーの運転手でさえ行きたがらないく

らい交通の便の悪い場所でした。もともと長沼一帯は旧

日本軍の演習地で終戦後国より農業振興のために民間

に払い下げられた場所、所謂開拓団の入植地でした。

話の前に少し両親の話しをさせていただきますと、父は

大正９年中国大陸旅順生まれの広島育ち、７人兄弟の

二男でした。職業軍人でございまして陸軍士官学校第５

７期生、終戦時の位は少佐、千葉で戦車隊の隊長を最

後はしておりました。母は大正１１年生まれ、東京の日本

橋育ち横浜のフェリス和英女学院卒業しております。戦

前日本橋から横浜まで女性一人でよく通学したものと感

心をいたします 

お手元にお配りしました写真１９４６年と書いてあります

が、６５年前の９月２０日、父と母の結婚した時の写真で

す。終戦の翌年に開拓団で知り合った父と母、もちろん

今と違いホテルも結婚式場もない時代の結婚式は自宅

で親族・ご近所の方だけに集まっていただきお披露目す

るのが普通の時代です。それにしても写真を見ると後ろ

に何もない風景ですが、生前母から聞いたところでは右

手後方が今の山王病院の方角で左手後方が千葉北イ

ンターのはずと申しておりました。さすがに結婚式とのこ

とで服装はそれなりのもの着ているように見受けられます。

父方の親戚は広島より父の両親と兄が出てきております。

終戦の翌年の昭和２１年広島から千葉まで汽車を乗り継

いで出て来たので３０時間以上掛かり、大変な時間を労

したことと推察されます。 

父の名前は変わっておりまして、毎日の毎と樹木の木

と書き“ツネキ”と読みます。名前の由来は２月生まれで

梅の花の咲く時期でしたので、梅の漢字一文字より名前

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 2,000 円 累計 265,000 円 

金の箱  330 円 累計 4,109 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 ― ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 ― ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 9/21 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 9/14・28 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 9/15 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 15・22・29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



をいただき 毎日の毎を常日頃の常と呼ばせ“ツネキ”と

命名されました。 

父は８８歳、母は８７歳で天寿を全うしておりますが、生

前の父はじっとしていることができない性格で８２歳まで

現役として会社勤めをしておりました。父が現役として働

いていたころの両親は８０歳を超えて尚二人揃って病気

一つせず元気でしたので、息子の私からすると高齢です

が周りに負担をかけない誇れる両親でした。５年前、父

の米寿のお祝いと両親の結婚６０周年、所謂ダイヤモン

ド婚式と人生の大きなお祝い事の節目がふたつ重なっ

た年でしたので、こちらのオークラ千葉ホテルと父方広

島とで２回にわたり、御親戚の方にお集まりいただきお

祝いの会を催すことが出来ましたことは私にとりましても

忘れられない思い出となっております。 

質素倹約を絵にかいたような両親の生活ぶりでしたが

なぜか「大阪の万博」に始まり、「沖縄海洋博」、「つくば

科学万博」、「大阪花の万博」等、日本で行われた国際

博覧会はすべて見学に行くという皆勤賞を成し遂げてお

ります。 

 

私が３歳くらいの時、長野県松本市に父の仕事の関

係で引っ越しをいたしました。通った幼稚園が才能教育 

松本音楽院 現在の鈴木メソードと呼ばれているところ

です。卓話の履歴を拝見しますと、昨年１１月に才能教

育バイオリン科の方が卓話をされておりますが、私は創

始者の鈴木鎮一先生から直接バイオリンを教えてもらっ

た一人です。但し、正確に申しあげますと自分から通っ

たわけではなく母に無理やり通わされたとの表現の方が

正しいと思います。幼稚園の名前は才能教育ですが、

私は才能が無く小学校に上がる前にギブアップしました。

しかし、ふたつ上の姉は６０を過ぎた今もなおバイオリン

を趣味として弾いております。 

その当時は比較するものが無く何も感じませんでした

が、鈴木鎮一先生の持論で子供は３歳から教育を始め

なくてはならないとのことで、幼稚園で遊んだ記憶は少

なく幼稚園で勉強したことばかりこの文章を書いていて

思い出しました。まず、算数の授業があり、そして書道、

書き初めで春の山と書いたものがあったと記憶しており

ます。極めつけは、長野県が生んだ俳人小林一茶の俳

句を何十も丸暗記をさせられたことで、冒頭に必ず“一

茶、一茶は私たちが住む長野県の柏原に住み”との出

だしがあるのですが、６０年近くたった今でもその部分は

忘れず覚えています。 

幼稚園卒業後、松本の開智小学校を卒業しておりま

す。開智小学校の歴史は古く開校が明治６年１８７３年で

すので、１３８年の歴史を持っております。長野県の歴史

の教科書には開智小学校が載っておりますし、現在もイ

ンターネットで日本最古の小学校で検索をかけますと旧

松本開智小学校が出てまいります。旧開智小学校は、

国の重要文化財に指定をされています。 

小学校卒業後、千葉に戻り緑町中学校に通うようにな

りましたが、1 年生の秋が１９６４年でございまして、つまり

東京オリンピックの年、緑中から歩いてすぐ下にありまし

た今の国道 1４号線まで、千葉街道がまだ海岸線沿いに

あった頃、全校生徒でオリンピック聖火ランナーの応援

に行った思い出があります。 

高校は、出井会長と同じ千葉東高校です。高校３年

の頃は、７０年安保問題の真っただ中、全共闘が鉄パイ

プを持ち内ゲバを繰り返し、多くの大学がバリケードを築

き東大闘争をはじめ学園闘争の時代で、恥ずかしながら

高３のとき東校は全国で３番目に高校としては学校封鎖

を在校生がし、新聞に大きく校名が出てしまい受験勉強

どころではなく落ち着かない雰囲気となってしまったため、

私のクラスでは約５０人中４０人が受験に失敗し、浪人を

した不名誉な記録を作ってしまった学年でした。 

２年間の浪人生活の後、ホテル学校を出てホテルオ

ークラに勤務し３７年が経過をして現在に至っております。

ホテルに進むきっかけは、単純にホテル産業自体がま

だなじみのない業種で私にとってそれが未知の魅力を

感じましたのでホテル産業に飛び込む決心をしたわけで

す。 

 

私は東京にあるホテルオークラに就職をしましたので

まさか当時は転勤などあるとはつゆひとつ考えなかった

のですが、実際はすでに海外を含め８回の転勤を繰り返

し現在に至っております。特に海外は、グアム島に４年

半ほどおりまして当時プロ野球のジャイアンツが藤田監

督、王助監督の時代で春のキャンプ地として毎年使って

おり、私自身が子供の好きなもののビッグ３すなわち、

「巨人」、「大鵬」、「卵焼き」大好き人間でしたので、全盛

期の原、江川、西本、定岡選手らが宿泊のホテルは別で

したがよく食事に見え気軽に話をさせていただきました。

一流のスポーツ選手はよく食べるといわれますが、プロ

野球選手の食べる量は普通の方の２倍は楽に召し上が

っていました。先日亡くなられた正力オーナーも毎年お

見えになりグアムのオークラにお泊りになられていました

ことが懐かしく思い出されました。 

 

ホテル勤務だからこそ知り得た話は、個人情報、漏え

い違反にならない程度にまたいつの日か機会を設けて

いただくこととして、今日は生まれてから今日までの私の

生い立ちの記を駆け足でお話をさせていただきました。 

有難うございました。     

 

 

 

第２３２６回例会 

日時⇒ 平成２３年９月９日（金） 点鐘１２：３ ０ 

演題⇒ 『お塩と放射能』 

卓話者⇒㈱サンライフ 代表取締役 林 理智子様 

 

第２３２７回例会 

≪第３分区Ｂロータリー情報研究会≫ 

日時⇒  平成２３年９月１４日(水) 点鐘１４：００ 

会場⇒  五井グランドホテル 

※９月１６日（金）の例会を変更し、全員登録となります。 


